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特定非営利活動法人

　知的障がいのある人たち（スペシャルオリンピックスではアスリートと呼んでいます。）に日常的なスポーツトレーニングと、そ
の成果の発表の場である競技会を、年間を通じて提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織です。アスリートとファミリ
ーがボランティアや支援の方々に支えられ、日々のスポーツ活動を楽しんでいます。

スペシャルオリンピックスとは・・・

２０２３年度通常総会開催のお知らせ

明けましておめでとうございます。
スペシャルオリンピックス日本・静岡が認証され

てから１５年が経ちました。この間、ボウリング、バ
スケットボール、バドミントン、卓球と様々な競技に
取り組んで参りましたが、現在はボウリングと卓球
の２競技のみとなっています。

昨年は、４年に１回の夏季ナショナルゲームが広
島で開催されました。ボウリングと卓球に５名のア
スリートの派遣が出来ましたが、他県に比べて参加
競技数が少ないのが残念でした。今年は、何とかして
１つでも新しい競技を始めたいものです。

そのためにはボランティアコーチが必要不可欠な
存在です。スペシャルオリンピックス日本・静岡を
盛り上げるために是非ともご協力をお願いしたいと
思います。

　　　　　　　　理事長  湯 浅 優 子

トーチランin静岡2022

今年もよろしくお願いします。

会員の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
お陰様で静岡の活動も継続は力なりとの思いで今日まで続けて
くることができました。この度、2023年度通常総会を開催さ
せていただく運びとなりました。
　
　日　時　2023 年 3 月 5 日（日）1４時より

　会　場　サンウェルぬまづ　2 階　大会議室

　　　　　　 （静岡県沼津市日の出町１−１５）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から参加人数
　を限定させていただき、正会員のみとさせていただきます。

スペシャルオリンピックス日本の会長である三井嬉子さん
が昨年11月23日にご逝去されました。静岡の設立時より携
わっていただきお力添えを頂きました。ご生前のご厚情に
深く感謝するとともに、心から哀悼の意を表します。



2022年第8回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島

11月４日～６日の3日間に渡り

「2022年第８回スペシャルオ

リンピックス日本夏季ナショナ

ルゲーム・広島」が開催され

全国47都道府県から代表選手

約900名が参加し12競技が行

われ競い合いました。静岡県か

らはアスリート５名とスタッフ

４名の総勢９名の選手団で参加

し、ボウリングと卓球競技に参

戦いたしました。

トーチラン in 静岡 2022トーチラン in 静岡 2022

大会参加報告に市長表敬訪問へ行ってきました大会参加報告に市長表敬訪問へ行ってきました

10月16日（日）静岡県沼津市にある愛鷹スタジアムに於いて
「2022年第8回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナル
ゲーム・広島」の開催PRとスペシャルオリンピックスのことを
多くの人に知っていただくことを目的としたトーチランを、アス
リート・ファミリー・ボランティア約100名が集まり開催いたし
ました。機会の場を設けて頂いたアスルクラロ沼津様をはじめ、
ご参加いただきました皆様に心より感謝を申し上げます。

沼津市 伊豆の国市静岡市 三島市

たくさんの応援をありがとうございました



スペシャルオリンピック
スのスポーツ活動に参加
する知的発達障害のある
人を、「アスリート」と
呼んでいます。知的発達
障害のある 6 歳以上の
人ならば、誰でもアス
リートとして参加する資
格があります。

ご家族も、スペシャルオ
リンピックスを支える大
切な一員です。アスリー
トといっしょに思いきっ
て一歩を踏み出し、ス
ポーツを楽しんだり、新
しいことにチャレンジし
ませんか？可能性が広が
ります。

スポーツトレーニングプ
ログラムでは、多くの
コーチが活躍していま
す。専門的な技能や競技
経験がなくてもご参加下
さい。スペシャルオリン
ピックスではコーチ育成
のための研修会も開催し
ています。

スペシャルオリンピック
スは、アスリートを中心
に、ファミリーとボラン
ティアがともに活動する
ことで成り立っていま
す。コーチ、広報活動、
事務局運営、送迎、応
援・・・あなたの出来る
ことを出来る時間でご参
加ください。

スペシャルオリンピック
スの活動は、非営利で行
われ全て善意の寄付、協
力によって運営されてい
ます。運営資金や大会の
協賛、ウェア等の物品提
供、施設の貸与等、皆様
のご支援をお願いいたし
ます。

プログラム 会　　　場 曜　日 時　間

ボウリング 三島会場 日曜クラス

ボウリング 三島会場 金曜クラス

ボウリング 原会場

ボウリング 沼津会場

日

金

火

日

三島市 ジョイランドボウルみしま

三島市 ジョイランドボウルみしま

沼津市 ジョイランドボウル原

沼津市 コロナワールド ららぽーと沼津店

18：00 ～ 20：00

18：30 ～ 20：30

18：30 ～ 20：00

16：00 ～ 18：00ボウリング 静岡会場 日（第１・第３）静岡市 神明ボウル

  9：00 ～ 10：30

卓球 沼津会場

卓球 富士会場

日沼津市 サンウェルぬまづ・愛鷹広域公園 10：00 ～ 11：30

卓球 藤枝会場 土 13：00 ～ 15：00

土（第 2・第 4） 9：30 ～ 11：30

☆日程が変更になる場合がありますので事前に事務局にご確認ください。＜スポーツプログラム＞

【参加申込み・お問合わせ】　事務局 : 電話 080-4201-0120

藤枝市 藤枝市民体育館

富士市 富士市立看護専門学校・原田まちづくりセンター

第14回チャリティーボウリング大会

2022 年 10 月 9 日（日）神明ボウル

第10回全体交流会
2022 年 11 月 20 日（日）サンウェルぬまづ

第14回チャリティーボウリング大会を、県内

のアスリート17名とユニファイドパートナー

19名を中心に、一般を含む総勢63名の方々

に参加をいただき、一緒になって楽しいひと

時を過ごしました。トヨタモビリティパーツ

㈱ 静岡支社様や㈱市川園様からはたくさん

の協賛品を、静岡葵ライオンズクラブ様から

は寄付金として50,000円を頂きました。心

温まるご支援に心より感謝申し上げます。

全体交流会を開催するにあたり、アスリート
と参加者全員に対し素敵な景品をご提供いた
だきありがとうございました。

㈱市川園　トヨタモビリティパーツ㈱静岡支社
マックスバリュ長泉竹原店 ( 敬称略・順不同 )

ご支援ありがとうございます3年振りの開催となる全体交流会をミニ運動会形式で楽しみ
ました。アスリート・ファミリー・ボランティア総勢93名
の参加を頂き、コロナ禍ならではの工夫を凝らしたパン釣り
競技などを行いました。参加者は、ひとつひとつの競技に集
中し最後はチーム対抗の玉入れ合戦に参加者一同大いに盛り
上がりました。多数の物品のご提供を頂きました企業の皆様
に心より感謝申し上げます。



三島信用金庫　西支店　　普通預金　１１９５１９０
沼津信用金庫　駅北支店　普通預金　００２６８０５
特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・静岡　理事　湯浅優子

寄付金・会費振込先

※このニュースレターの印刷は、富士ゼロックス静岡株式会社 様にご協力いただいております。

お問合せは事務局へ

〒410-0873  静岡県沼津市大諏訪 785-3  株式会社原町加工紙内
TEL：０８０－４２０１－０１２０

E-mail：son.sh izuoka@gmai l . com
　URL：http://sonshizuoka.wixsite.com/home

公益財団法人

スペシャルオリンピックス日本

URL：http://www.son.or.jp

特定非営利活動法人

支援自動販売機設置のお願い

㈱にしはらグループ様に寄付金を頂戴いたしました

スペシャルオリンピックスでは当法人を運営面・資金
面で積極的に支えていただける方を正会員と呼んでい
ます。正会員としてご入会された方は、年一度開催さ
れる総会に出席し、議決権をもつことができます。

スペシャルオリンピックスの活動は、個人、企業・
団体などのご寄付、協賛によって支えられています。 
私たちの活動を資金面で賛助していただける方は、
賛助会員としてご入会ください。

正　会　員 賛助会員

入会金：1 , 0 0 0 円 ( 入会時のみ )
個人年会費：一口 / 5 , 0 0 0 円
企業・団体年会費：一口 / 1 0 , 0 0 0 円

個人年会費：一口 / 3 , 0 0 0 円

企業・団体年会費：一口 / 1 0 , 0 0 0 円

㈱にしはらグループ様は、静岡県三島市に本社を構え、「らーめんの
一番亭」「かさねとんかつ かつ銀」「お好み焼きぼて福」という３つ
の飲食チェーンの経営を営んでおります。スペシャルオリンピックス
の活動主旨をご理解いただいており各店舗に募金箱を設置いただいて
いて、この度、来店された皆様の善意によって各店舗より集められま
した35,526円をご寄付いただきました。頂いた寄付金は活動資金と
して大切に使用させていただきます。ありがとうございました。

募金箱を設置していただける小売店、飲食店、会社、事務所などを
募集しております！人目につきやすい場所に募金箱を設置し、当団
体の活動をご支援ください。よろしくお願いします。

募金箱設置のお願い

☆設置をご検討していただける方場合はお電話にて事務局にご連絡ください。

自動販売機を「みなさまからの募金箱」との考え方のもと飲料水をご購入い
ただいた売上金の一部を活動資金として寄付していただける仕組みです。
支援自動販売機を設置していただける協力企業様および個人様を募集してい
ます。ひとりでも多くの知的障がいのある人たちがスペシャルオリンピック
スの活動に参加できるようご支援をお願いいたします !!

自動販売機の保守・商品補充・代金管理・空き缶回収・周辺清掃の為
コカ･コーラグループ社員が訪問いたします。

運営管理

設置協力者さまとコカ・コーラ社との協議のうえ設置を判断します。（原則、新規の設置）

より多くの方に活動を認知していただく為、１日２０本以上の利用が見込める場所。

設置管理料及び支援金につきましては、ご相談させて頂きます。
設置の際の工事費用等は、コカ・コーラ社が負担いたします。

設　　置

条　　件

契　　約

飲んで応援！ 設置で応援！飲んで応援！ 設置で応援！
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